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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿宗君、長谷川（文）君、橋浦君

平田（壬）君、石黒君、五十嵐

（一）君、粕川君、金井君、加

藤君、栗谷君、金野君、嶺岸君

岩網君、中山君、篠原君、佐
々木君、辻君、薮田君

前回の出席　前回出席率　63．49％

修正出席数　　　51名

確定出席率　80・95％

メークアップ　長谷川（悦）君∬新庄RC

阿部（案）君、五十嵐（伊）君、

海東君、黒谷君、嶺岸君、中

山君、磨君、新穂君、富樫君
一鶴岡西RC

ヒジクー

原田行雄君、半田茂弥君、桜井瑞男君
一鶴岡西RC

会長報告

世界社会奉仕に係ることで、東パキスク∵／

の津波被害者に対する義援金の支出をつぎの

ようにいたしますのでご了承ねがいます。

即ち353地区では、ペルー地震に引続き、

パキスタン津波に関しても、会員1名当り1

ドル以上募金するように決議され、その〆切

が12月31日となりました。当クラブでは、会

員人数に相当する義援金をスマイルボックス

より支出することにいたしました。

次に、当クラブがスポンサーになっている

ロータリーフェローの石黒敏明君から、手紙

が届いておりますので、お読みいたします。

12月6日

小池会長殿

長い間手紙を書くことが出来なくてすみま
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せんでした。私は鶴岡ロータリーを通じて国

際ロータリーから奨学金をいただいて、アメ

リカ、オハイオ州のハイテルベルフ大学で学

んでいる石黒敏明と申します。

初めの手紙は小花盛雄先生にだしたのです

が、お読みになることができたでしょうか。

私は9月3日からハイデルへルフ大学で、

英語を先攻しています。日本では仙台の東北

学院に行っていましたが、こちらと日本の大

学とではいろんな点で違いますので、慣れる

に時間がかかりました。

例えば、こちらでは毎日各科目の宿題があ

ります。30ページくやらい教科書を読むことに

なっているのですが、すべて英語ですので、

なかなか読みこなせなかったのです。それか

ら1ケ月に1回テストがあり、その他に小テ

ストみたいなのがたびたびありました。第1

回目のテストがF（落第点）でしたので、こ

の先どうなるかと心配しましたが、2回目は

C、3回目はBとだんだん上っているので、

ほっとしているところです。前期の中間試験

は、すべての科目合格でした。今月は期末試

験が14日から19日にかけてあります。今その

準備で、毎日忙しく過しています。

大学での勉強に関しては以上ですが、その

他にウインド・シンフォニー（バンド）に参

加しています。これは日本のクラブ活動にあ

たると思います。遇3回集って音楽を楽しん

でいます。

私は中学（余目中学校）でブラスバンドに

入っていましたので、少しクラリネットを吹

くことが出来たので、こちらでもクラリネッ

トをやっております。でも、こちらは大学の

バンドですので、皆さんが7～10年間ぐらい

各楽器を吹いているので、なかなかついてい

くのがたいへんです。音楽を通じて、こちら

の皆さんとなかよくクラブ活動をやっていけ

ることは、たいへん良いことだと思います。

9月、10月は、こちらの大学に慣れるのが

第一でしたので、いろいろな場所で日本につ

いて話す機会が与えられませんでした。11月

に入ってからは、2回近くのロータリーから

招待され、日本について話すことができまし

た。もう1回は、近くの教会で話す機会を与

えられたことです。初めのロ【クリークラブ

は、ここから車で30分ぐらい離れたベルグェ

ーという所でした。30分くらい、日本の家族

教育制度、公害などについて話しました。第

2回目は率で1時間半ぐらいの所にある、ギ

ャリアソロータリークラブでした。こちらは

バス・汽車の硬が悪いのでいつも皐で適わな

いと、どこえも行けない状態です。

あいにく私は串の運転ができないので、各

ロータリークラブのロータリアンが、わざわ

ざ迎えにきてくれました。もちろん帰りも送

っていただきました。

どこでも日本について皆さんが興味をいだ

いているようでしたので、話すことがとても

スムーズにいきました。話のあとには2～3

の質問もあり、皆さんの興味があることがわ

かりました。各ロークリ【クラブで日本から

のバーナーを交換しました。日本に帰ったと

きに日本の皆さんにプレゼントしたいと思い

ます。

最後に、鶴岡ロータリーの発展をお祈りし

ています。

石　黒　敏　明

続いて過般会員上林一郎君がお世話になっ

た飛騨の高山ロータリークラブの宇野英太郎

氏から、過般バナー会報を贈った礼状が届い

ているのでお読みいたします。
‾rqヽ

拝啓

貴クラブ益々御隆昌御活躍に日々御多端の

御車と拝察致しております。早速御礼申し上

ぐ可きの所、筆不精と雑用になまけて心にも

ない失礼を重ねましたことを誠に申訳なく何

卒御寛容の程お願い申し上げます。
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その節はバナーをお贈り下され、又貴クラ

ブの会報、特に山都高山の御紹介、思い出ば

なし等、心暖かな、しかも内容充実立派なも

のをいただき、会員一同感銘致した次第であ

ります。

雨にたたられた高山の秋祭の縁と申しまし

ょうか会員上林さんに、あばら家に御一泊を

願ったことにより、遠隔未知の御地の事、鶴

岡RC御発展の現況等極めて身近かに又旧知

の如く感ぜられる様になりました。此頃も、

ふるさとの歌まつりのテレビの前に家族一同

集って、繰りひろげられる伝統、古い郷土芸

能を飽かずに眺めさせて頂きました。

短時間ではありましたが、上林さんに初め

てお会いして、異のロータリアンであること

をしみじみと感じさせられました。60余名の

大RCで皆様上林さんの様に純な素朴なお人

柄の方ばかりの様に思われます。

高山RCは創立15年にして会員漸く50名、

平均年令も綿々若返って57才となりました。

我々老人がいつまでも生きているためかも知

せまんが、我々の時代と違って中堅の会員が

非常に熱心にクラブの運営を

しています。此頃高山が観光都市として宣

伝され、余りに有名になり過ぎて、受入体制

が之に伴わない現状であります。何の風情も

ない街ではありますが、会員の皆様近県へ御

出張の節は是非お立寄り下さいます様御鳳声

の程お願い申し上げます。

乍末筆貴クラブの御繁栄と会員各位の御健

祥御活躍を迄にお祈りして御挨拶と致しま

す。　　　　　　　　　　　　草々敬具

11月29日雪の夜

小池繁治様
宇野英太郎

次に353区世界社会奉仕委員長として張紹

淵先生からクリスマスと新年の挨拶状が郵送

されましたのでお読みします。

トMERRY CHRISTMAS AND A

HAPPY NEW YEAR／モ

皆様毎日の御奉仕御苦労様で御座います。
bBRIDGE THEGAPS勺を致しましょう。

最近の世界社会奉仕のニュースを御報告致

します。

R．Ⅰの世界社会奉仕委員長から、日本

R．Ⅰ世界社会奉仕副委員長、斉木亀次郎先生

宛に次の要請が徹底するようにありました。

1．も世界社会奉仕の日ミ設定を致しまし

た。

各クラブは明年3月28日から4月3日迄の

間のそれぞれの例会日を、その日とし全プロ

グラムを世界社会奉仕に関するプログラムと

し、本奉仕について全員挙って検討の上、本

年度の奉仕計画を決定するよう要請してきま

した。よろしくおねがい致します。

2．353地区の世界社会奉仕では、ただ今の

ところベトナムより少女を迎え

（1）平、東ロータリークラブ3名（松村病

院の松村享会長宅）看護婦として養成し

て帰還させるよう奉仕しています。御苦

労様でございます。

（2）原田ロータリークラブも1名（高野岩

夫会長宅）同じくベトナムより来て看護

婦を養成してやる御奉仕、御苦労様でご

ざいます。

（3）韓国の看護婦2名、来日の予定であり

ましたが、個人的都合で来日不能となり

ました由、庶務会計などの後始末、須賀

川ロータリークラブ、味戸道雄君など御

若様でございます。

（4）インドのTHEVOLUNTARY

HEALTH SERVICE MADRASに顕微

鏡一式を贈って目的を達しました。小花

盛雄委員長始め関係者など御苦労様で御

座います。

（5）白河ロータリークラブから難聴児童数



育指導教員のよりよき指導研究を要請す

る件は、先日R．Ⅰ世界社会奉仕計画に

報告手配済みです。斉木副委員長さんも

力を入れて下さるとのことであり、あり

がとうございます。

3．東パキスタ∵／の風水害援助の件

去る12月3日秋田グランドホテルで地区委

員会を催し、次のように決定しました。各会

員1ドル以上見舞金出資のこと、でした。早

速地区幹事宛に。

〒017秋田県大館市栄町神林外科医院

神林正樹　先生

にお送り下さい。地区資金未納のところでは

忘れないで、共に郵送したら以上のことを誠

にすみませんが、小生に代って例会に御報告

下さいませ。全会員の徹底周知をおねがいい

たします。

国際ロータリー353区

世界社会奉仕委員長

張　　　　紹　　淵

〒997鶴岡市日吉町9－68

電話的2435㈹

クラブ奉仕委鼻会より要請　　佐藤忠君

当クラブのクリスマス行事を12月20日夕方

から挙行するについて

（1）会員とご家族の余興をおねがいしたい

と思いますので、会をにぎやかにするた

めにも多数の方の参加をおねがいいたし

ます。参加者は事務局に申越しねがいま

す。

（2）袋入れしてプレゼントする土産袋の中

に容れる物品を、なるべく多数の会員か

ら拠出ねがいます。

（3）出欠未回答の方は、例会終了後までに

事務局に提出ねがいます。

ロータリークラブと葉隠について

池内方平君

池内方乎君よりロークリークラブと葉隠に

ついて感銘深い阜話をなされました。

幹事報告

会報到着
八戸RC、八戸東RC、酒田RC、

猪苗代RC

例会変更と忘年会等の案内
村上RC　12月31日～12月29日

余目RC　12月25日　PMl～忘年会
㊥2，000円12月20日〆切

鶴岡西RC12月21日　PM5～山王閤

◎2，000円12月18日〆切

酒田RC　12月30日→12月26日

PM6　清水屋食堂

酒田東RC
PM6

象潟RC

遊佐RC
農協支所

新庄RC
新庄市内

12月31日→12月21日

小袖星食堂
12月16日　RM5　忘年会

12月22日　PM4

（91，500円

12月18日　PM6

「べんけい」

天童RC　12月26日→12月23日

PM5．30　天童温泉　滝の湯ホテル

宮内RC
12月23日→12月18日

PM4・30　熊野講堂
12月30日→12月23日

PMl．30　山銀支店

1月6日以降の例会場
料亭芳武に変更

山形北RC12月31日→12月29日
PM12．30　産業会館

最上RC
12月23日　PM　赤倉温泉　阿部旅館
12月9日～3月31日

例会場新庄市役所前二葉食堂
上ノ山RC12月15日　PM4・30

当クラブ次会例会
12月22日（火）→12月20日（日）

12月22日は休会

神戸RC発行モロータリー読本モ

＠250円にて頒布


